
区分 № 書　　　　　　　　　名 出版者 出版年

1 E カー プレッツェルのはじまり エリック・カール　作 アーサー・ビナード　訳 偕成社 2013

2 E クー リンドバーグ トーベン・クールマン　作 金原　瑞人　訳　 ブロンズ新社 2015

3 E サラ せかいでさいしょのポテトチップス アン・ルノー　文 フェリシタ・サラ　絵 千葉　茂樹　訳　 ＢＬ出版 2018

4 E スピ ああ、たいくつだ！ ピーター・スピアー　さく 松川　真弓　やく 評論社 1989

5 E チヨ ノマはちいさなはつめいか ヒョン　ドク　文 チョウ　ミエ　絵 かみや　にじ　訳 講談社 2010

6 E バー ほね、ほね、きょうりゅうのほね バイロン・バートン　さく かけがわ　やすこ　やく ポプラ社 2017

7 E ボン 牛をかぶったカメラマン レベッカ・ボンド　作 福本　友美子　訳　 光村教育図書 2010

8 EK オブ フィボナッチ ジョセフ・ダグニーズ　文 ジョン・オブライエン　絵 渋谷　弘子　訳 さ・え・ら書房 2010

9 EK カラ カボチャのなかにたねいくつ？ マーガレット・マクナマラ　作 Ｇ．ブライアン・カラス　絵 真木　文絵　訳 フレーベル館 2015

10 EK クリ バーナムの骨 トレイシー・Ｅ．ファーン　文 ボリス・クリコフ　絵 片岡　しのぶ　訳 光村教育図書 2013

11 EK シス 星の使者 ピーター・シス　文・絵 原田　勝　訳 徳間書店 1997

12 EK マツ ラスコーの洞窟 エミリー・アーノルド・マッカリー　絵と文 青山　南　訳 小峰書店 2014

13 EK ラン グーテンベルクのふしぎな機械 ジェイムズ・ランフォード　作 千葉　茂樹　訳 あすなろ書房 2013

14 EK ロン いしのはなし ダイアナ・アストン　文 シルビア・ロング　絵 千葉　茂樹　訳　 ほるぷ出版 2013

15 030 ま まるごとわかる「日本人」はじめて百科　１～５ 日本図書センター 2008

16 210 お 土の中からでてきたよ 小川　忠博　写真と文 平凡社 2004

17 210 た おどろきの東京縄文人 瀧井　宏臣　著 講談社 2014

18 281 な 中谷宇吉郎 清水　洋美　文 野見山　響子　絵 汐文社 2020

19 283 ふ ６この点 ジェン・ブライアント　文 ボリス・クリコフ　絵 日当　陽子　訳 岩崎書店 2017

20 285 く テンプル・グランディン自閉症と生きる サイ・モンゴメリー　著 杉本　詠美　訳 汐文社 2015

21 285 な 発明家になった女の子マッティ エミリー・アーノルド・マッカリー　作 宮坂　宏美　訳　 光村教育図書 2017
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４月１８日（発明の日）にちなみ、発明や発見に関する図書を展示します。
５-Daysこども図書館（広島市こども図書館）
〒７３０－００１１ 広島市中区基町５－８３

展示している本プラスアルファ No.388（２０２1．4）だい

※ＥＫは科学絵本です。

大はっけん！
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※ＥＫは科学絵本です。

22 285 へ ぼくは発明家 メアリー・アン・フレイザー　作 おびか　ゆうこ　訳　 廣済堂あかつき 2017

23 370 こ これがきっかけ！ノーベル賞ずかん ほるぷ出版 2019

24 400 に 江戸時代の科学者　１～４ 西田　知己　著 たごもり　のりこ　絵　 汐文社 2014

25 486 ひ チョウはなぜ飛ぶか 日高　敏隆　作 岩波書店 2020

26 500 こ そこが知りたい！発明と特許　１～２ こどもくらぶ　編 筑摩書房 2019

27 500 へ 写真でみる発明の歴史 ライオネル・ベンダー　著 あすなろ書房 2008

28 500 み ややっ、ひらめいた！奇想天外発明百科 マウゴジャタ・ミチェルスカ　文
アレクサンドラ・ミジェリンスカ　絵
ダニエル・ミジェリンスキ　絵 阿部　優子　訳 徳間書店 2016

29 530 さ 飛びたかった人たち 佐々木　マキ　作 福音館書店 1994

30 610 こ 農業の発明発見物語　１～４ 小泉　光久　著 堀江　篤史　絵 大月書店 2015

31 913 あ 神々の午睡（うたたね） あさの　あつこ　著 学研パブリッシング 2009

32 913 さ 宇宙からきたかんづめ 佐藤　さとる　作 岡本　順　絵 ゴブリン書房 2011

33 913 た いたずらおばあさん 高楼　方子　作 千葉　史子　絵　 フレーベル館 1995

34 913 な ズッコケ発明狂時代 那須　正幹　作 前川　かずお　原画 高橋　信也　作画 ポプラ社 1995

35 913 ほ きまぐれロボット 星　新一　作 和田　誠　画 理論社 2005

36 913 ゆ くまって、いいにおい ゆもと　かずみ　文 ほりかわ　りまこ　絵 徳間書店 2000

37 913 わ みつやくんのマークＸ 渡辺　茂男　作 エム・ナマエ　画 新栄堂書店 2007

38 933 あ 天才少年ダンボール博士の日記 フランク・アッシュ　作 白井　澄子　訳 矢島　真澄　絵 ポプラ社 2009

39 933 く 笑う化石の謎 ピッパ・グッドハート　著 千葉　茂樹　訳 あすなろ書房 2017

40 933 す 王さまのアイスクリーム フランセス・ステリット　ぶん 光吉　夏弥　やく 土方　重巳　え　 大日本図書 2010

41 933 ふ 海辺の宝もの ヘレン・ブッシュ　著 鳥見　真生　訳 佐竹　美保　画 あすなろ書房 2012

42 933 ふ チキチキバンバン　１～３ イアン・フレミング　さく ジョン・バーニンガム　え こだま　ともこ　やく　 あすなろ書房 2010

43 933 み プーあそびをはつめいする Ａ．Ａ．ミルン　ぶん Ｅ．Ｈ．シェパード　え 石井　桃子　やく　 岩波書店 1983

44 933 め 歯みがきつくって億万長者 ジーン・メリル　作 岡本　さゆり　訳 平野　恵理子　絵 偕成社 1997

45 933 ら シロクマ号となぞの鳥　上・下 アーサー・ランサム　作 神宮　輝夫　訳 岩波書店 2016

46 933 ろ ぼくとベルさん フィリップ・ロイ　著 櫛田　理絵　訳 ＰＨＰ研究所 2017

物
 
 
 
　
語

ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

展示期間中の休館日 4/5（月）、4/12（月）、4/19（月）、4/26（月）、4/30（金）


